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2本事業の背景と目的公募要領 p1

IoT、ビッグデータ、人工知能、ロボット等、様々な業種、企業、人、機械及びデー
タ等が繋がり、新たな製品・サービスの創出及び社会課題の解決への期待

これからの産業の在り方のコンセプト：Connected Indusｔries
⇒「優れた人工知能技術を有する研究開発型ＡＩベンチャー」によるエッジ側のデータ
を活用するＡＩシステムの開発と、事業会社と連携した事業化の推進への支援

「Connected Industries」
東京イニシアティブ2017
（平成29年10月2日経済産業省発表）



3公募要領 p2

助成額 と 助成率
2億円以内。 助成対象費用の2/3。
ＡＩベンチャーへの支援です。

（共同研究（開発）費、連携先の事業会社の費用は助成対象とはなりません。）

支援期間
交付決定日（平成30年7月上旬（予定））～事業終了日又は平成31年3月20日まで。

本事業の内容・期間・規模



4公募要領 p2

ＡＩシステムの検証・実証等を実施する分野は「Connected Industries」の重点取
組5分野であること。

人工知能技術を持つベンチャーとリアルデータ・フィールド等を持つ事業会社
とが連携して開発するＡＩシステムによって、新規性を有し、早期の実現化を達
成できる事業を提案できること。

本助成事業終了後も継続して、連携先の事業会社間にとどまらず異分野・海
外等に広く展開できる事業を提案できること。

応募内容に求める基本事項



5公募要領 p3

ＡＩベンチャー1社（連名での応募は不可。）

助成事業を遂行する技術能力・資金・経理等の事務の管理体制と処理能力・実用
化達成に必要な能力・事業展開能力を有すること。

先端的なＡＩ技術とそれを活用した事業構想を持ち、事業会社と連携してＡＩシステ
ム検証や実証等を実施するとともに、事業化に向けた具体的な計画を持つベン
チャーであり、中小企業要件（ソフトウェア業又は情報処理サービス業：資本金３
億円又は従業員３００人以下等）を満たす、みなし大企業に該当しない、大企業持
分法適用会社でないこと、連携先事業会社の持ち株率50％未満かつ非連結対象
であり、反社会的勢力でないこと。

事業活動に係る主たる技術開発および意思決定のための拠点を日本国内に有す
ること。※海外法人の場合は、採択決定から１か月以内に日本法人を設立すること。

連携する事業会社との「基本同意書」と「共同開発契約書」を、採択決定から1か
月以内に提出すること。
※交付決定の場合に有効という条件付きの内容でも可。
※交付決定日から助成事業期間内を対象期間とすること。
※応募時の提出は任意（審査時に良好な評価につながる場合もあります。）。

助成対象事業者（ＡＩベンチャー）の要件

提案書類の作成にあ
たって、の追加資料2 公募要領p5



6公募要領 p4-5

原則として、本助成事業の成果に基づくＡＩシステムを活用した事業化の推進に対
して、経営層の意思決定がなされる状態にあること。

AIシステムの実証に必要な実際のデータや事業フィールド（施設，従業員，保有シ
ステム・データなどを含む）等をAIベンチャーに提供できること。なお、事業フィール
ドは海外も含みます。

本邦法人であること。海外法人の場合は、採択決定から１か月以内に日本法人を
設立すること。

基本同意書の提出と共同開発契約書の締結

AIベンチャーに対する出資による持株比率が、50%未満かつAIベンチャーを連結
対象としない等、実質上AIベンチャーを支配していないとみなせること、反社会的
勢力でないこと。

連携する事業会社の要件

提案書類の作成にあ
たって、の追加資料2

公募要領p5



7公募要領 p4

人工知能技術を適用し、実証内容が明確で、イノベーションを創出しうるもので、
具体的な事業計画を提示できること。

「Connected Industries」に示される5分野である「自動走行・モビリティサービス」、
「ものづくり・ロボティクス」、「バイオ・素材」、「プラント・インフラ保安」、及び「ス
マートライフ」のいずれかに関連する事業であること。
（応募者は応募する分野を1つ選択してください。複数の選択はできません。）
（本助成事業の成果を最大限に展開できる分野を選択してください。）

当該助成事業終了後、追跡調査や特許等の取得状況及び事業化状況をNEDOに
報告できること。

助成事業の事務処理については、ＮＥＤＯが提示する事務処理マニュアルに基づ
き実施すること。

助成対象事業



連携の例を以下に示します。

8公募要領 p4-5 助成対象事業

：応募者と
なるＡＩベン
チャー

※連携する法人間で共同開発契約を締結してください。
※データ・フィールド提供、導入及び事業化推進を行う事業会社は基本同意書を提出する必要があります。
※共同開発契約と基本同意書ともに、ＡＩベンチャーと連携する事業会社によるサインがあると、連携の確
度の観点から審査で良好な評価となる場合があります。
※交付決定時は、ＡＩベンチャーと連携する事業会社の会社名、事業名、事業概要が公表されます。
※法人であれば、事業会社は民間法人又は公共法人（病院、大学等）を問いません。

データ・フィール
ドを提供し、導
入及び事業化
推進を行う事業
会社

実質的な開発を行
うが、データ・フィー
ルドを提供せず、事
業化推進も行わな
い事業会社（システ
ムベンダー等）

ＡＩ Ｓ 事

ＡＩ

ＡＩ

・
・
・

ＡＩ Ｓ 事
例1
1：1
例1
1：1

例2
1：Ｎ

例3
1：1：1

データ・フィールド
提供、共同開発に
よる実証、導入及
び事業化推進を行
う事業会社

事

事

事１

事Ｎ



ケースは4つ（連携は予定でも可。）。

検討するAIシステムを複数とする応募も可能。
提案する事業化において、関連性のある場合（一連のサプライーチェーンを
効率化するため、サプライチェーン内の複数の要素に対してそれぞれＡＩシス
テム化を行う等）に限る。

提案する事業化パターンを複数とする応募も可能
事業化までの達成の実現可能性を有し、助成対象事業者と事業会社との共
同開発行為が実施可能とみなせる場合に限る。

9公募要領 p4-5 助成対象事業

ケース① 1社 1社
1つ、
又は
複数

1つ、
又は
複数

ケース② 2社以上 1社
ケース③ 1社 2社以上
ケース④ 2社以上 2社以上

事業会社
（データ・フィールド
提供と事業化推進）

ＡＩ
ベンチャー

助成金
交付

請求、報告

連携

事業化

検討する
ＡＩ

システム

※前項に例示したシステムベンダー等の記載は省略



10公募要領 p6-8 応募方法

『提案書類の作成にあたって（提案様式）』を、本公募ページからダウンロードして、
応募に必要な書類を作成してください。
http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100167.html

必ず提出しなければならない提案書類
・チェックリスト、提案書、利害関係の確認について
・「会社案内」と「財務情報を示す書類」

・e-rad（府省共通研究開発管理システム）への事前登録を完了させると入手できる、
「応募内容提案書」
・主任研究者研究経歴書
応募時は任意で提出していただく書類（交付時は提出する必要があります）
「基本同意書の写し」又は「共同開発契約書の写し」

チェックリスト中に示したファイル名をそれぞれつけてください。
（例：会社名_提案書 など）
① 応募者は、AIベンチャー1社でなければなりません。
② 応募者は必ず事前にe-Radの登録を行ってください。
③ 同一応募者が異なるテーマにより複数の応募をすることは認めません。

貸借対照表、損益計算書及びキャッシュフロー計
算書等の直近２年分の経営状況を示す書類等

提案書類の作成にあたって、
追加資料2 公募要領p5



11公募要領 p6-8 応募方法

基本同意書

平成３０年４月４日（水）正午必着で、本公募ページのＷｅｂフォームからのみ提出
可能です。提出した書類に不備があれば、応募は無効です。



1次審査通過を通知してから、2次審査用の資料提出までの期間は1週間程度です。事前に資料の内
容を検討しておく必要があります。 2次審査に必要な資料（様式）は、本公募ページに3月中旬に公開さ
れます。
2次審査では、提出していただい資料を用いて面談とプレゼンテーションを行います。ＡＩベンチャーと連
携事業会社の2社からの出席が必要です。提案内容と、連携事業会社の経営戦略上の提案内容の位
置づけを審査します。
採択～交付までに、経費の精査を行います。

4/
下旬

12公募要領 p8-10 公募開始から交付決定までのプロセス

5/
上旬

通過

3/6
~4/4正午

応
募

要
件
審
査

1
次
審
査

採
択
決
定

交
付
決
定

助
成
終
了

２
次
審
査

5/
下旬

6月
上旬

7月/
上旬

提案書類

• 実証への協力と事業化推進への基本同意書
• 共同開発契約書
審査期間中（応募時、1次審査の通過後）に提出があ
れば、良好な評価を得る場合があります。

提
出
物

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

事業終了日
又は31年
3/20

• プレゼン資料
• 経費内訳書
• その他補助金申請書

補欠
含む

通
過
者
通
知

• 助成金交付申請書
• 国内登記書等
（海外法人の場合）

通過 通過 通過 通過 通過

実施

2
次
審
査
用
の
資
料
提
出



13公募要領 p8-10 公募開始から交付決定までのプロセス

提案書類について
※1次審査の主要な審査対象は、提案書です。
※下記の事項をわかりやすくかつ魅力的に記入してください。その他としての記載や
添付資料は認めません。

≪事業化≫
・助成事業の名称
・助成事業の概要（ニーズ、提案する事業、市場規模、開発体制、連携（予定含む）会社の役割等）
・開発技術の新規性（事業化達成へのポイント、従来技術との違い、他社に対する参入障壁等）

≪応募者の情報≫
・事業理念と展開意欲（事業の展開方策、グローバルな事業展開のための定常的活動）
・応募時点で確立しているＡＩ技術とその新規性
・過去の技術開発実績や事業提携実績
・産業財産権や受賞歴



14公募要領 p8-10 公募開始から交付決定までのプロセス

提案書の様式は、Ａ4サイズ×1ページです。提案の内容と応募者の情報を要領よく記入してください。
助成対象経費の概算及び開発成果の導入予定時期は、該当部にチェックしてください。

提案書の様式の
主要部の抜粋

応募分野 
（該当分野に 1 つチェック） 

□自動走行・モビリティサービス □ものづくり・ロボティクス 
□プラント・インフラ保安 □スマートライフ □バイオ・素材 

提
案
の
内
容 

助成事業 
の名称 

事業内容が判る短く簡潔な名称とし、30 字以内としてください。「」はつけないで
ください。 

助成事業 
の概要 

ニーズ、提案する事業、市場規模、システム納入会社等や事業化推進を行うことの
できる事業会社等を連携先に含んだ開発体制の有無、それぞれの事業会社の役割等、
を記載してください。 

応募分野に 
おける開発技術

の新規性 

ニーズに的確に応える事業化を達成するために開発する技術の新規性、従来の技術
との違い、他社に対する参入障壁等を記載してください。 
開発する技術の権利配分等について記載事項があれば記載して下さい。 

共同開発等の相手
先となる事業会社

との連携項目 

応募時の基本同意書 
の提出 
□有 
□無 

応募時の共同開発等に関する契約書 
の提出 
□有 
□無 

応
募
者
の
情
報 

事業理念と 
展開意欲 

事業理念をふまえて、これまで及び今後の事業の展開方策を示してください。ま
た、積極的にグローバルな事業を展開するための具体的な定常的活動（アジア諸国
への見本市参加、関連する海外法人の視察報告会等）があれば記載してください。 

応募時点の 
技術開発状況 

現時点で確立しているＡＩ技術及びシステム化技術とその新規性 
応募時点で保有する固有技術、その独自性及び従来技術と比較した優位性等を記載
してください。 
 
 
過去の技術開発業績や事業提携実績等 
過去に行った技術開発の概要や、今までの技術開発において提携した例等を記載し
て、技術開発の実績をアピールしてください。 
 
 
産業財産権や受賞歴等 
保有する特許や受賞歴などがあれば記載してください。また、提案する事業の競争
力を高め、展開に役立つポイントを記載して下さい。 
 
 

助成対象経費の総額（該当部にチェック） 
□5千万円未満 
□5千万円～1億円 
□1億円～2 億円 
□2億円以上 

連携企業への開発成果の導入時期（該当部にチェック） 
□助成期間終了後 1年以内     
□助成期間終了から 1～3年以内 
□助成期間終了後 3年以上 
 

 



15公募要領 p8-10 公募開始から交付決定までのプロセス

2次審査に使用する資料の様式は、本公募ページから、平成30年3月中旬以降に
ダウンロードできます。内容の事前検討をお願いします。
①経費内訳書
②その他補助金制度との関係等
③プレゼンテーション資料

【ＡＩベンチャー側のプレゼンテーション内容 ８分程度】
・顧客のペイン、課題及び市場規模
・最終的目標を達成するまでの技術開発計画（助成期間を超えてもよい）
・開発技術の新規性と競争力
・本助成事業内での開発計画と実施内容（実証事項等）
・本助成事業における事業会社との連携を示す体制図
・事業会社と連携して開発した成果物の権利の共有方針
・提案する事業化の推進及び展開計画
（ＡＩベンチャーとしての成長、連携先を含む事業会社等の成長を含む。）
（連携する事業者間のみにとどまらず、提案する事業を広く展開する計画
を示すこと。）

・本助成事業の対象となる経費の用途（外注先リストを含む）
【連携する事業会社側のプレゼンテーション内容 ２分程度】
・経営方針や経営戦略等に対する今回の提案内容の位置づけ



16公募要領 p11 助成先の選定について

外部審査員による審査（非公開）を通じて、助成先を選定します。

審査の主要な観点
≪技術評価≫
• 社会的課題の解決を背景に見据えながら、グローバルに展開する技術開発の能力
• 具体的な技術シーズの活用（特許若しくはノウハウを保有している等）
• 将来性、革新性及び一定の競争力の維持
• 様々なデータを統合し新たなビジネスモデルの提案に挑戦する技術開発への志向
≪事業性評価≫
• 顧客のペインと事業者が提供しようとするソリューションの明確さとビジネスの確からしさ
• AIシステムを活用した事業化が達成・進展される可能性が高いことを示す具体的かつ的確
な計画とリスク（市場変動、技術変革等）等への対策

• 国内外の経済への影響が大きく、新規産業や新規市場の創出に貢献するものであること
• 確度の高い共同開発を通じた迅速な事業化及び広範な市場をみすえた事業
≪連携内容評価≫
• 事業会社との共同開発等を実施する体制
• 事業会社のみならずAIベンチャーのビジネスの拡大（将来のM&Aの見込みを含む）
• ＡＩシステムを実際の産業に組み込んで事業化することに対して強い意志を有する連携

※本助成金事業は、新しい経済対策パッケージ（平成29年12月8日閣議決定）にて
示されたStartup JAPAN（仮称）において、推薦委員からの推薦を受け、外部審査
委員会を経て認定される企業に対して、審査にて一定の優遇措置を講じます。



17公募要領 p11-13 助成対象となる費用

ＡＩベンチャーが実施する開発行為に関わる経費が助成対象です。

【対象外の例】
• 一般のもの（事務処理用のパソコンなど）
• 連携会社との共同開発費
• 委託研究費
• 開発行為に直接関わらない（休憩、メールチェック等）相当の人件費
• 開発行為を行わないスペース（一般事務室や倉庫等）に対する賃貸料
• 事業に用いる目的の資産

ＡＩベンチャーが外注する場合の外注費は助成対象です。
ただし、全体の経費の５０％未満とする必要があります。

採択から交付決定までの間に経費を精査します。

原則、精算払い（概算払いも可）



18公募要領 p13-14 交付決定後

交付決定された場合、ＡＩベンチャーの企業名、連携する（基本同意書と共同開発
契約書に記載のある）事業会社の企業名、助成事業の名称及び助成事業の概要
をＮＥＤＯホーム―ページ上で公表します。

交付決定日以降は、不正なく、成果を達成するよう努めてください。

適切な費用計上のために、助成期間中の初期に費用計上をＮＥＤＯ検査員が指
導します。中間期にも、必要に応じて検査を実施します。事業終了後に、経費及び
成果報告書を確認し、費用を確定します。

申請の虚偽や助成金の重複受給等が判明した場合、交付決定取消し、助成金の
返還請求、罰則の適用又は企業名の公表が行われることがあります。

本助成事業における取得財産は、ＡＩベンチャーにありますが、その全ては今回の
研究開発用途のみで使用しなければなりません。商用・他研究へ転用・売却等す
るときは、ＮＥＤＯの承認を受ける必要があります。

産業財産権等を得た場合、本助成事業終了から５年以内にＮＥＤＯに届け出てく
ださい。



19公募要領 p14-15 事業終了後

本助成事業の成果を発表する場合は、事前にＮＥＤＯに報告をしてください。
（本助成事業中も含む）

本助成事業終了後5年間は、ＡＩシステムの開発成果を活用した事業化状況をＡＩ
ベンチャーから報告していただきます。

本助成事業の成果を活用した事業化を通じた利益を得た場合、収益納付を最長5
年行っていただきます。

目標の達成度合い、今後の事業化の可能性を確認するため、成果についてプレ
ゼンテーションを行っていただきます。対外的な報告会となる場合もあります。



20公募要領 p18-19 留意事項

技術レベルの優れるＡＩベンチャーの公開
ＮＥＤＯは、本助成事業の採択の有無に関わらず、審査を通じて技術レベルが優れ
るＡＩベンチャーを評価し、表示します。この評価及び表示は、NEDOのWebページ内に
選ばれたＡＩベンチャーの会社名を公開することで行われます。この公開に同意しない
応募者は、提案書中の公開を希望しない旨を表示する個所にチェックをいれてくださ
い。公開を希望しない場合は、評価及び表示は行われません。会社名の公開は、採
択決定を待たずに行う場合があります。

不正（補助金重複受給、不正な使用や不正な受給、研究開発成果のねつ造や改
ざん）をしない活動を徹底してください。

ＮＥＤＯは、本助成事業の採択の有無に関わらず、審査を通じて技術レベルが優れるＡＩベンチャーを評価し、表示します。この

評価及び表示は、NEDO の Web ページ内に選ばれたＡＩベンチャーの会社名を公開することで行われます。この公開に同意しない応

募者は、以下にチェックをいれてください。チェックをいれた場合は、評価及び表示は行われません。会社名の公開は、採択決定

を待たずに行う場合があります。 

□公開に同意しない 

 
提案書の様式の抜粋



21本助成事業の利点

ＡＩベンチャー側の利点：
助成金を用いて技術開発を加速し、競争力を高めることができます。

事業会社側の利点：

ＡＩベンチャー側の開発費の一部が助成金で賄われるため、本来負担すべき共同開
発費の一部が低減されます。
ＡＩベンチャーが保有するＡＩ技術の早期導入を図ることができます。

両社の利点：

双方のリソース（技術、事業チャンネルなど）を活用し、新しい事業化に挑戦すること
ができます。

※ＮＥＤＯは、本助成事業の成果に対する権利を主張しません。



22今後の予定

提案書は、端的に、簡潔に、わかりやすく書いてください。
2次審査へ向けた資料の内容について、事前検討の実施をお願いします。
1次審査通過の通知を受けた場合は、ＡＩベンチャー、連携する事業会社ともにす
みやかに2次審査に出席するための予定を確保し、2次審査に必要な資料を準備
してください。
2次審査では、ＡＩベンチャーと連携する代表的な事業会社からの出席が必要です。
出席者が経営的観点からの質疑応答を行える場合は、良好な審査結果となる場
合があります。

4月4日 公募終了・提案資料一式の提出締切
4月下旬 1次審査通過者への通知
5月上旬 2次審査用の資料の提出締切
5月下旬 2次審査
6月上旬 採択
7月上旬 交付



ご静聴ありがとうございました。

お問い合わせ先
ＮＥＤＯイノベーション推進部
スタートアップグループ
井原、船橋、塚越、橋詰

０４４－５２０－５１７３
：ai-startup@nedo.go.jp


